広報

（3873）9161

田村胃腸科外科

竜泉3−42−11

（3874）9981

▽申込み・問合せ 国民健康保険
課庶務係（区役所２階⑬番）

区内在住の15歳以
上40歳未満の方・
35人

活動しているプロの芸能人の実績
と最近の活動状況を踏まえ、一般

人 間 ド ッ ク（ 日 帰 り ） 受
診者に検査料金の一部を
補助します
▽対象 台東区の国民健康保険ま
たは後期高齢者医療制度の加入
者で、申込日現在 歳以上であ
り、 年度分までの保険料を完
納した方（妊娠中の方を除く）
▽受診場所 区内の指定医療機関
（下表）
※利用者が、指定医療機関へ予約

根岸2−19−19

千束3−20−5

（5824）3540

哺育会浅草病院

今戸2−26−15

（3876）1711

☎（５２４６）１２５１

鶯谷健診センター

▽対象 区内在住の平成 年 月
～ 年４月生まれの子供の保護
者（原則第一子、初めて参加す
る方優先）
人（先着順）
▽定員
▽内容 離乳食から幼児食へステ
ップアップするころの話、試食
（保護者のみ）
▽持ち物 母子健康手帳
▽申込開始日時 ４月 日㈫午前
９時
▽申込み・問合せ 台東保健所保
健サービス課
☎（３８４７）９４４０

翌日）から2か月先の予約受付をします（先着順）
。
場所・問合せ 台東保健所☎（3847）9481

育児相談・とことこ育児相
談

各種健診・検診（通年実施）

▽内容 身体測定、保健師等によ
る相談
▽持ち物 母子健康手帳
▽問合せ 台東保健所保健サービ
ス課☎（３８４７）９４９７
浅草保健相談センター

☎（３８４４）８１７１

子供の防犯ブザーの音が聞こえたら、現場に駆けつけたり、安全を確認していただくなど、区民の皆さんのご協力をお願いします。

区 民 リ ポーターを 募 集 し
ています

台東区制作番組（ケーブルテレ
ビ）では、区民に親しまれる番組

づくりを進めるため、左記の催し
に参加できる区民リポーターを募
集しています。
エ コ
▽催し名 ①七夕まつり ②環境
フェスタ

公募した区民審査委員が候補者を
推薦します。その結果を参考に、
専門審査委員が決定します。
▽任期 ６月 日㈮から２年間
▽対象 ４月１日現在、 歳以上
で区内在住の方
人程度（抽選）
▽定員
ふりがな
▽申込方法 はがきに住所・氏名
・年齢・生年月日・性別・電話
▽補助額 契約検査料金（医療機
関により異なる。おおむね４～
５万円）のうち２万円（年度内
１回）
※受診の２週間前までに申込が必
要です。詳しくは下記へ。

（5816）0720

▽日程・場所 ①５月 日㈬・浅
草保健相談センター ②５月
日㈫・台東保健所
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（１人 分程度）
▽対象 区内在住で就学前の子供
を育てている方
▽申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
☎（３８４４）８１７１
②台東保健所保健サービス課
☎（３８４７）９４９７

区内にある従業員
数10人以下の事業
所に勤務する方・
35人
有料

尿・血液・心電
小規模事 図・ 胸 部X線・
業所健診 視力・聴力検査、
7月26日㈬
肝炎検査可
午前9時～10時30分
尿・血液・胸部
区民健診 Ｘ線・視力検査、
肝炎検査可

費用

対象・定員

日時

内容

▽選考方法 選考申込書の自己Ｐ
Ｒをもとに面接の上、決定
▽申込締切日 ５月 日㈮（必着）
※申込方法等、詳しくは区ホーム
番号を書いて左記問合せ先へ
※６月下旬に決定者にのみ通知
▽申込締切日 ６月２日㈮（必着）
０００４ 台東
▽問合せ 〒
（公財）台
区下谷１ ２
東区芸術文化財団浅草芸能大賞
担当
☎（５８２８）７５９１

▽申込締切日 各開催日の前日

区立台東病院

27

ページをご覧になるか左記へ
▽問合せ 広報課ＣＡＴＶ担当
☎（５２４６）１０４１

隅 田 川 花 火 大 会（ ７ 月
日㈯開催）の市民協賛者
募集

（3876）3600

23

ファミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター会員募集

浅草4−11−6

30

▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
☎（５８２８）７５４８

オリエンタル上野健診セ
上野1−20−11
ンター

コモ度チェックを実施
▽場所 生涯学習センターミレニ
アムホール
▽対象 おおむね 歳代の方
▽定員
人（先着順）
▽講師 大渕修一氏（東京都健康
長寿医療センター研究部長）
▽申込み・問合せ 介護予防・地
域支援課
☎（５２４６）１２９５

浅草クリニック

25

電話番号
住所

女性医師による女性のた
めの健康相談「婦人科」
（予約制）

（3841）3330

11

元気づくり講演会
代
からの充実ライフ～若さ
を 保 つ！ マ イ ナ ス 歳！
～

浅草2−30−17

25

名称

浅草寺病院

17

申込方法 毎月1日（1日が土・日曜日の場合は第1月曜日、祝日の場合は

●育児相談（対象は１歳5か月までの子供）
日時
場所
5月2日㈫午前10時～11時
谷中区民館
5月10日㈬午前10時～11時
台東子ども家庭支援センター
5月11日㈭午後1時30分～2時30分 生涯学習センター4階（はばたき21）
5月12日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
5月18日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館
5月19日㈮午前10時～11時
今戸児童館
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時 （受付は午前10時〜10時15分）
場所
5月17日㈬午前10時～11時30分
浅草保健相談センター
5月23日㈫午前10時～11時30分
台東保健所

（5807）8171
三倉クリニック

60

（5827）2700

11

上野1−16−16

子育て心理相談

28

永寿総合健診・予防医療 東上野3−3−3
（3833）7351
センター
プラチナビル2階

10

あさくさ雷門前クリニック 雷門2−11−8

30

健 康

301

愛誠病院上野クリニック 東上野2−18−6 （3834）3518

11

子供を預けたい方（依頼会員）
と、預かってくださる方（提供会
員）を登録し、依頼に応じて提供
会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼
と実費が支払われます。
▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家
庭支援センター・児童館・生涯

30

医療機関名

1口50,000円
※1口で22人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター野球場団
100口程度
エ 体席（第1会場が観覧できるビニールシート
（※1口のみ）
席）

※大会順延・中止の場合でも協賛
金は返還しません。
▽申込方法 はがき（１グループ
１枚のみ）に、希望会場ア～エ
（１か所のみ）
・協賛口数（アの
み記入・最大４口まで）
・代表
ふりがな
者の住所・氏名・電話番号を書
いて左記問合せ先へ（抽選）
※当選者には、６月 日㈫までに
振込用紙を送付します。
▽申込締切日 ５月 日㈫（消印
有効）

11

60

20

22

30 22

23

23

5

16

110

－ －
11

学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設
を利用することもできます。

30

50

45

45

35

▲大渕修一氏

「まだまだ
▽日時 ５月 日㈬午後２時～４
仕事や介護な
時（１人 分程度）
▽場所 台東保健所４階
どで忙しい。
▽対象 区内在住か在勤の女性で
でも、私らし
更年期や月経障害、不妊などで
く、もうひと
お困りの方
花咲かせた
い」
「 代になってやっと自分の ▽申込み・問合せ 台東保健所保
「これ
自由になる時間ができた 」
健サービス課
からの人生を充実させたい」と思
☎（３８４７）９４９７
っているあなたへ、心と体がずっ
ひ けつ
幼児食へのステップアッ
と元気でいられるための秘訣をご
プ教室（予約制）
紹介します。
▽日時 ５月 日㈭
▽日時 ５月 日㈬
午後７時～８時 分（６時開場）
午前 時～正午
※開演前に血管老化度・握力・ロ ▽場所 台東保健所３階大会議室
24

墨田区側両国親水テラス（第2会場が観覧 1,850口程度
1口6,000円
できる椅子席）
（※最大4口まで） ※1口で1人を招待

※詳しくは、隅田川花火大会公式

－

28

60

台東リバーサイドスポーツセンター野球場 1,550口程度
イ
（第1会場が観覧できるビニールシート席） （※1口のみ）

130

東京トータルライフクリ 雷門2−6−3
（5806）9871
ニック
ユニカ雷門ビル2階

30

16

－

1口10,000円
※1口で5人を招待
台東リバーサイドスポーツセンター少年野
500口程度
ウ 球場（第1会場が観覧できるビニールシー
（※1口のみ）
ト席）

13

協賛金額
募集口数

ホームページをご覧ください。 ※お泊りサポート（宿泊預かり）
８６４０ 墨田
▽問合せ 〒
も行っています（利用条件あり）
。
区役所内 隅田川花火大会実行 ・依頼会員入会説明会（予約制）
委員会市民協賛受付墨田事務局
▽日時 ５月 日㈫、６月 日㈭
午前９時 分～ 時 分
☎（５６０８）１１１１
・提供会員入会説明会・登録時講
浅草芸能大賞区民審査委
習会（予約制）
員募集
▽日時 ５月 日㈫、６月 日㈭
大衆芸能の奨励・振興とともに、 午前９時 分～午後０時 分
区のイメージアップを図ることを
▽場所 生涯学習センター３階
目的に
「浅草芸能大賞」「同奨励賞」
研修室
「同新人賞」を授与しています。 ※託児あり（要予約）
。
大衆芸能の分野で、東京を中心に
※車での来場不可
5月18日㈭の「国際博物館の日」を記念
し、上野の文化施設でガイドツアーや来
館者プレゼントなどのイベントが行われ
ます。上野のまちのお店と連携したクー
ポンサービスもあります。この機会にぜ
ひ上野の山へおでかけください。 期間
5月6日㈯～21日㈰※参加費や入館料が
必要なものがあります。各文化施設の利
用案内やイベントの詳細・申込方法等に

300

30

18

ついては、上野ミュージ
アムウィーク公式ホーム
ページをご覧になるか、
下記問合せ先へ
問合せ 国立科学博物館上
野ミュージアムウィーク担当
☎（5814）9865
Eメール renkyo@kahaku.go.jp
台東区文化振興課☎（5246）1153

ア

29

26

▽特典 特設観覧席へご招待（１
歳未満の子供は無料）

上野ミュージアムウィーク

場所
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